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Ⅳ．支 部 行 事 

1．北海道支部 

（1）通常総会（H30.4.23） ホテル札幌ガーデンパレス 

（2）商議員会 2回 

（3）幹事会 2回 

（4）事業担当幹事会 13回 

（5）委員会等 6回 

（6）支部行事 

1）講習会 

第 1 回「コンクリート標準示方書「設計書」「施工編」発刊に伴う」講習会         （H30.9.28） 

北大学フロンティア棟   題数：6 題   参加人数：97 名 

第 2 回「セメント系材料を用いたコンクリート構造物の補修・補強指針」及び「FRP 接着による構造物の補 

修・補強指針(案)」に伴う」講習会                       （H30.12.18） 

北大学フロンティア棟   題数：5 題   参加人数：73 名 

 

 

2）年次技術研究発表会（H31.1.26・27） 

 苫小牧工業高等専門学校   発表件数：189 件   参加人員：709 名 

  3）土木学会北海道支部選奨土木遺産見学会（H30.11.10） 

   藻岩発電所、札幌市水道局水管橋工事現場、山線鉄橋、千歳川取水堰、千歳川第一発電所 

   参加人員： 43 名 

4）VISIT（職場訪問）事業(北海道胆振東部地震のため中止) 

各地区合同（H30.9.13）                              

      新石狩大橋施工現場、塩谷トンネル、澄川大橋 

                   （北大、道科学大、北見工大、室工大、北海学園、函館高専、社会人） 

5）札幌市生涯学習講座［市民カレッジ］(北海道胆振東部地震のため中止) 

    講演「札幌の安全な水の秘密をたどるバスの旅～豊平川のスイゼン工事を見に行こう!～」（H30.9.6） 

札幌市生涯学習センター     参加人員：19 名 

現場見学（H30.9.6）                  豊平川水源          参加人員：19 名 

   6)若手技術者交流サロン 

    土木の現場ツアー(H31.1.25) 

苫小牧西港、東港、北海道電力の大型蓄電池   参加人員：16 名 

    若手技術者交流サロン(H31.1.26) 

                           苫小牧工業高等専門学校      参加人員：24 名 

7）「土木の日」関連行事 

   ①札幌地区事業 

・親子現場見学会（H30.7.31） 

      千歳川江別太遊水地、石狩湾新港発電所、豊平川水道水源水質保全導水路新設工事 

           参加人員：44 名 

    ・選奨土木遺産認定書授賞式と「土木の日」講演会（H30.11.16） 

ホテル札幌ガーデンパレス 2F「丹頂」   参加人員：118 名 
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   ②北見地区事業 

    ・おもしろ科学実験（H30.8.4） 〔後援行事〕          北見工業大学   加人員：591 名 

    ・PR イベント・現場見学会（市民対象）（H30.10.21） 〔共催行事〕 

  北見芸文ホール    参加人員：400 名 

見学場所：仁倉丹野線の法面工オーホツク地域創生研究パーク                                     

                                       参加人員：12 名 

・映画会（高校生対象）（H30.11.16･19・20  3回） 

北見工業高校   参加人員：108名 

・書道展・表彰式（小中学生対象）（H30.11.14～19） 

HNKギャラリー・北見工大   応募：112点 

   ③苫小牧地区事業 

    ・体験学習（H30.8.25～26） 〔共催行事〕      苫小牧工業高等専門学校   参加人員：142 名 

・市民のための見学会（H30.9.1） 〔共催行事〕       土木・建設現場   参加人員： 31 名 

・土木に関する展示（H30.10.20～21） 〔共催行事〕 

 苫小牧工業高等専門学校   参加人員：2,800 名 

・科学実験教室（H30.10.8） 〔共催行事〕       苫小牧市（イオン）   参加人員：320名 

 

④室蘭地区事業 

    ・オープンラボ伊達（H30.8.26） 〔共催行事〕 伊達市防災センター   参加人員：150 名 

・オープンラボ in 室蘭（H30.9.22） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員：100 名 

・河川環境学習体験フェスタ 2018（H30.10.3） 〔共催行事〕 

日高道建設現場   参加人員：70 名 

・トラスコンテスト in 室蘭（H30.11.13・15） 〔共催行事〕 室蘭工業大学   参加人員：100 名 

⑤函館地区事業 

・学校見学会（H30.5.19）   〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 120 名 

・体験学習会（H30.8.4～5） 〔後援行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員： 40 名 

    ・土木技術体験講座「土木技術紹介＋ドボククイズ」（H30.10.20～21） 〔共催行事〕 

函館工業高等専門学校   参加人員：400 名 

・橋を作ってみよう（H30.11.3） 〔共催行事〕 函館工業高等専門学校   参加人員：  10名 

   8）土木学会全国大会の支部開催                                 参加人員：29,892 人(3 日間の延べ人数) 

   開催日時：平成 30 年 8 月 29 日(水)～31 日(金) 

場  所：北海道大学キャンパス 

               第 73 回年次学術講演会・研究討論会・国際関連行事・映画会 

        2018 年 7 月西日本豪雨災害調査団報告会(共催行事) 

         かでる 2・7 

          基調講演会・特別講演会・全体討論会 

      札幌駅前通地下広場(チカホ) 

              パネル展示 

      京王プラザホテル札幌 

       交流会 

      その他(見学会等) 

              見学会(半日コース、1 日コース) 
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     9) 北海道胆振東部地震について（9 月 6 日発生） 

     調査団： 9 月 12 日結成 

 報告会： 

  第 1 回                                                                    参加人員：151 名 

    日 時：2018.12.15 13:00~15:30       

      場 所：北海道大学学術交流会館小講堂                                     

  第 2 回                                                                    参加人員：141 名 

    日 時：2019.1.27 9:00~10:30       

      場 所：苫小牧工業高等専門学校 

（7）刊行物出版 

  1）論文報告集題 75 号（CD-ROM）250 枚 発行：平成 31 年 1 月 

 （8）広報活動 

1）ホームページの更新 

2）メールマガジンの配信 

3)土木ｉの配信 

（9）シビルネット活動 

1）シビルネットカードの作成 

・平成 29 年度の選奨土木遺産 2 種のカード作成完了 

2）SNS シビルネット北海道（Face Book)を利用した広報活動 

・web サイトの管理・運営（業務委託） 

・支部幹事、会員からの投稿促進、連携他の機関との情報共有及び投稿推進 

 

2.東北支部 

（1）商議員会 2 回 

（2）支部総会（H30.5.19） ホテルメトロポリタン仙台 

（3）役員会（H30.2.5） TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台 

（4）幹事会 4回 

1）総務部会 1回 

2）土木の日行事部会 3回 

3）継続教育部会 3回 

（5）特別委員会 

1）東北支部選奨土木遺産選考委員会 1 回 

（6）支部行事 

1）講習会 

・2017年制定 コンクリート標準示方書 発刊に伴う講習会-設計書・施工編-（H30.6.29） 

                                 仙台国際センター  参加者： 129名 

・2018 年制定 コンクリート標準示方書 発刊に伴う講習会-維持管理編・規準編-（H31.1.22） 

                                  仙台国際センター  参加者： 84 名 

2）現場見学会（H30.9.12）                     

福島第一原子力発電所廃炉作業・福島第二原子力発電所     福島県  参加者： 34名 

3）土木技術を語る会（H30.9.13）    TKP仙台カンファレンスセンター（仙台駅西口） 参加者：104名 

4）第10回 東北地方の橋梁保全に関するシンポジウム（H31.1.30）   仙台国際センター  参加者：308名 

テーマ「橋梁保全シンポジウムの 10 年の歩みとこれから」 
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5）東北支部技術研究発表会（Ｈ31.3.2）          東北大学川内北キャンパス  参加者：650名 

・発表論文：418編（高校生セッション7編） 

・同日開催 学生交流会  東北大学川内北キャンパス  参加者： 69名 

6）技術者交流サロン 

第1回 現場見学・意見交換会（H30.7.25-26） 女性対象 

25日 女川原子力発電所 / 26日 気仙沼線津谷川Ｂ新設工事・中島地区海岸災害旧工事(その2) 

  宮城県 参加者：25日 29名 26日 31名 / 交流会 32名 

（公社）地盤工学会東北支部・（一社）土木技術者女性の会東日本支部 

（一社）日本建設業連合会東北支部・（一社）日本橋梁建設協会東北事務所 コラボ 

第2回 10月26・27日開催の全国運河サミット（H30.10.27） 一般対象  

27 日スタディツアー｢土木遺産と運河を学ぶ｣に講師派遣 

第3回 現場見学会（H30.11.1） 女性対象          宮城県・岩手県  参加者： 21名 

一関遊水地事業 長島水門および舞水水門（東北地整 岩手河川国道事務所） 

気仙沼湾横断橋（東北地整 仙台河川国道事務所） 

※国土交通省東北地方整備局・(一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

第4回 講演・意見交換会（H30.12.21） 若手技術者対象 東北大学青葉山キャンパス  参加者： 24名 

※(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部 コラボ 

第5回 講演・意見交換会（H31.1.11） 女性対象     エル・パーク仙台          参加者： 20名 

※(一社)土木技術者女性の会東日本支部 コラボ 

 

（7）「土木の日」及び「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

1）土木の日特別行事（H30.11.28）防災に関するシンポジウム 

中小企業活性化センター（旧情報産業プラザ）多目的ホール  参加者：160 名 

テーマ ｢2008年岩手・宮城内陸地震から 10年～巨大地盤災害のリスク認識と備えを考える～｣ 

同日開催 パネル展 

2）土木の日関連行事（H30.10.13-14）学園参加型行事（共催） 

  東北工業大学 学園祭等における土木の日関連行事の実施 

  内容：土木遺産のパネル展示（支部所蔵） 

東北工業大学八木山キャンパス 参加者：160 名 

（8）調査・研究会活動 

1）技術開発・研究奨励賞選考委員会 3回 仙台市 

2）総合技術賞選考委員会 1回 仙台市 

3）学生見学会（各大高専における学生対象の見学会開催）への活動支援 4 校 

（9）本部及び他学協会との共催・後援・協賛等 

〔本部主催〕 

1）土木学会認定上級および 1 級技術者資格試験（H30.9.8） ハーネル仙台 

〔共催行事〕 

1） 第 3 回東北石炭灰有効利用セミナー（H30.5.15） 

※主催：資源循環コンソーシアム                     山形県 参加者：104 名 

2） 第 2 回コンクリート用フライアッシュ利用促進セミナー（H30.5.24） 

 ※主催：日本製紙株式会社 スパリゾートハワイアンズ コンベンションホール ラピータ 参加者：100 名 

3） 「景観開花。2018」                         東北大学  参加者： 71 名 

テーマ「新陳代謝」（一次審査会Ｈ30.11.3 公開最終審査会Ｈ30.12.15） 
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※主催：景観開花実行委員会 

4）第 11 回青森土木フォーラム（H30．11.11） 

※主催：青森土木フォーラム実行委員会  青森県総合社会教育センター 参加者：600 名 

5）平成 30 年度若手技術者発表会（H30.12.5）         

※主催：東北港湾空港合同勉強会       東北地方整備局港湾空港部会議室他  参加者： 161 名 

6）第 24 回庄内・社会基盤技術フォーラム（H31.1.24） 

  ※主催：庄内・社会基盤技術フォーラム運営委員会 

  1.基調講演 2.研究・事例発表会 18 題            東北公益文科大学  参加者：300 名 

7）地盤工学フォーラム東北 2018（平成 30 年度（第 37 回）研究討論会）（H31.1.23） 

 ※主催：(公社)地盤工学会東北支部                ハーネル仙台  参加者：108 名 

〔協賛行事〕 

1）夏休み・秋休み子ども科学キャンパス（H30.7.31-8.1 10.9-10） 

※主催：子どもキャンパス実行委員会        東北大学  参加者：仙台市内小学生延べ 376 名 

サポートスタッフ：延べ 177 名 

2）平成 30 年度講演会（H30.11.9） 

 ※主催：（一社）建設コンサルタンツ協会東北支部  ホテルメトロポリタン仙台 参加者：270 名 

3）第 45 回技術士会全国大会（H30.11.11-14） 

※主催：（公社）日本技術士会東北支部      福島県郡山市（ホテルハマツ）他 参加者：695 名 

〔後援事業〕 

1）「東北地方における寒中コンクリート品質確保と高耐久化」に関する講習会 

仙台会場（H30.4.7）宮城県建設産業会館 

秋田会場（H30.6.1）秋田拠点センターアルヴェ 2F 多目的ホール 

青森会場（H30.6.8）アピオあおもり イベントホール 

盛岡会場（H30.6.22）アイーナ 

山形会場（H30.7.13）山形県建設会館 

郡山会場（H30.7.20）日本大学工学部 62 号館 6232 教室 

 ※主催：（公社）日本コンクリート工学会東北支部            

2）建設技術公開「EE 東北′18」（H30.6.7-8）  

   ※主催：EE 東北実行委員会  みやぎ夢メッセ 参加者：16,300 名 

3）第 2 回歴史探訪 川村孫兵衛繁吉 ゆかりの地巡り（H30.7.1-8.31） 

※主催：東北地方整備局 川上下流河川事務所           

  4）女性技術者による意見交換会「いいね！笑顔いっぱいで働く職場」（H30.7.13-14）   

   ※主催：女性土木技術者による意見交換会実行委員会 宮城県庁 1 階みやぎ広報室他 

5） 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ 2018（第 12 回）(H30.7.15) 

※主催：NPO 法人 natural science    東北大学川内北キャンパス他   参加者：10,666 名 

6) 道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会（H30.7.24） 

 ※主催：（一社）日本建設保全協会      仙台市福祉プラザ ふれあいホール  参加者：272 名 

7）コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム 2018 

 ※主催：（一社）コンクリートメンテナンス協会東北支部  おでってホール 参加者：86 名 

8) みやぎボイス 2018「次の社会のあり方につなげる試み」（H30.9.2） 

 ※主催：みやぎボイス連絡協議会  せんだいメディアテーク シンポジム参加者 212 名  

9）全国運河サミット in みやぎ（H30.10.26-27） 

仙台国際センター 萩 （H30.10.26） 374 名  スタディツアー（3 コース）（H30.10.27） 100 名 



 

96 

※主催：全国運河サミット in みやぎ実行委員会  

10）震災伝承シンポジウム（H30.10.31） 

 ※主催：復興祈念公園等ネットワーク協議会 日立システムズホール仙台大ホール 

11）セメント系固化材の活用セミナー（H30.11.28） 

   ※主催：一般社団法人セメント協会東北支部  仙台サンプラザクリスタルルーム 参加者 463 名 

12）第 15 回土木合同セミナー（H30.12.5） 

 ※主催：岩手県盛岡広域振興局           エスポワールいわて（盛岡市） 参加者：194 名 

13）平成 30 年度東北地域づくり講演会（H31.1.22） 

 ※主催：（一社）東北地域づくり協会 仙台市戦災復興記念館記念ホール 参加者：270 名 

14）ゆきみらい 2019in 新庄（H31.2.7-8） 

   ※主催：ゆきみらい 2019in 新庄実行委員会      新庄市民文化会館 シンポジム参加者： 500 名 

15）第 3 回インフラマネジメント技術講習会（H31.2.6） 

 ※主催：青い森の橋ネットワーク（事務局：八戸工業大学）県民福祉プラザ県民ホール 参加者： 500 名 

（10）刊行物 

1)平成 30 年度技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）           発行日：平成 31 年 2 月発行 

（11）研究奨励及び業績の表彰 

1）平成30年度総合技術賞 2件 

2）平成30年度技術開発賞 3件 

3）平成30年度研究奨励賞 8件 

 

3.関東支部 

（1）第 55 回通常総会（2018.5.8）  弘済会館会議室          出席者（委任状を含む）：227 名 

1）2017 年度事業報告および決算報告 

2）会計監査報告 

3）関東支部新役員選任 

4）2018 年度事業計画および予算報告 

5）第 45 回技術研究発表会優秀発表者表彰 

6）第 19 回「土木のある風景」写真コンテスト表彰 

（2）会議等 

  1）商議員会（2019.1.29）                       出席者（委任状を含む）：45 名 

2）全体幹事会（2018.6.18）                            出席者：41 名 

3）運営幹事会（2018.12.11）                           出席者：14 名 

4）技術情報部会（計 8 回）                            出席者延べ：70 名 

5）学術研究部会（計 7 回）                            出席者延べ：135 名 

6）広報部会（計 8 回）                         出席者延べ：112 名 

7）交流部会（計 8 回）                              出席者延べ：55 名 

8）災害対応部会（計 2 回）                            出席者：15 名 

9）支部選奨土木遺産選考委員会（計 3 回）                      出席者延べ：38 名 

10）関東地区役員候補者選考委員会（2018.10.7）                  出席者：11 名 

11）土木学会認定技術者資格試験実施部会（2018.6.11）                              出席者： 7 名 

12）技術研究発表会優秀発表表彰者懇談会（2018.5.8）                出席者：15 名 

（3）講習会 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 
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  －技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付） 第 29 回－           参加者：55 名 

  2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 【技術情報部会】 

    －技術士第二次試験受験のための直前講習会（建設部門模擬試験付）－第 10 回－    参加者：68 名 

  3）講習会｢土木系技術者のキャリア形成、その第一歩｣ 【技術情報部会】 

    －技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために－  第 12 回           参加者：23 名 

  4）講習会｢準天頂衛星「みちびき」が拓く未来社会｣ 【技術情報部会】        参加者：55 名 

  5）講習会｢インフラメンテナンス最前線｣ 【技術情報部会】                参加者：58 名 

6）2018 年度第 27 回中学生記者取材講習会                     参加者：5 校 11 名 

(4)コンクリートカヌー大会 【広報部会】               参加者：約 500 名（大会関係者含む） 

第 24 回土木系学生によるコンクリートカヌー大会 

 荒川貯水池［彩湖］ 

 参加校：＜大学・高専 8 校 9 チーム ＞  

     ＜高等学校  18 校 24 チーム ＞ 

 （5）技術研究発表会【学術研究部会】 

第 46 回技術研究発表会 

会場：前橋工科大学 

1）技術研究発（2019.3.13～3.14）                  参加者（聴講者）：1711 名 

      発表数：461 編、優秀発表者賞受賞：29 名 

    2）特別講演会（H30.3.7）                           参加者：117 名 

      「桜の再生とまちづくり」 

    3）第 20 回「土木のある風景」写真コンテスト（展示と投票） 

      応募：75 点 

    4）「ドボコレ」（土木コレクション）展示 【技術情報部会】 

    5）交流会 

（6）談話会 

第 1 回：「東京外環千葉県区間 巨大な地下回廊ができるまで」（2018.6.20） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：33 名 

第 2 回：「生産性向上！ 土木構造物のプレキャスト化事例について」（2018.9.13） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：27 名 

第 3 回：「人を育て道を拓く～自衛隊の国際活動における土木分野の歩み～」（2018.2.14） 

 土木学会ＡＢ会議室   参加者：20 名 

（7）見学会 

1）技術研究所見学会（2018.10～2019.1） 

見学先：14 研究所   

(株)フジタ技術センター            （10/10）      参加者： 52 名 

(株)大林組技術研究所           （10/25、30、11/1）  参加者：240 名 

鹿島建設(株)技術研究所   （10/30、11/1、2）     参加者：330 名 

(株)熊谷組技術研究所   （11/2）          参加者： 90 名 

東京都土木技術支援・育成センター  （11/13）   参加者： 77 名 

三井住友建設(株)技術研究所         （11/14）      参加者：125 名 

飛島建設(株)技術研究所        （11/19）       参加者：110 名 

五洋建設(株)技術研究所           （11/19）  参加者： 64 名 

(株)奥村組技術研究所        (11/22)   参加者： 35 名 
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（株)竹中工務店技術研究所        （11/22）         参加者： 38 名 

大成建設(株)技術センター        （11/29）       参加者： 70 名 

東洋建設(株)美浦研究所           （12/8）       参加者： 25 名 

清水建設(株)技術研究所         （12/12.13）         参加者: 200 名   

安藤・間組研究所          (1/13)   参加者： 13 名 

                       参加者合計：約 1,500 名（地元小学生他） 

2）現場見学会（2018.11.16）                            参加者：30 名 

見学先：八ッ場ダム 

3）親子見学会（2018.11.24）                         参加者：21 名 

見学先：八ッ場ダム 

（8）2018 年度選奨土木遺産認定に伴う認定書授賞式 

1）油壷験潮場旧建屋（201811.18）                      三浦市市民センター 

2）北用水樋門（2018.11.2）                        茨城県建設技術研修センター 

3）横浜港ハンマーヘッドクレーン（2018.11.20）      横浜市中区みなと未来地区新港ふ頭 

4）上毛電気鉄道関連施設群（2019.1.3）                 大胡電車庫 

5）鬼怒川発電所黒部ダム（2018.11.8）                 宇都宮東武ホテルグランデ 

6）村田川橋りょう（2018.11.19）                      京葉臨海鉄道株式会社 本社会議室 

7）小河内ダム（2018.11.27）                          東京都水道局長室 

8）千貫樋（2018.11.14）                            さいたま市議会第 7 委員会室 

 （9）写真コンテスト 

第 20 回「土木のある風景」写真コンテスト                      応募数：75 件,投票数：397 票 

 （10）スチューデントチャプター関連 

1）登録活動校 

・日本大学船橋部会  

・日本大学大学院生産工学研究科土木工学専攻 

・東京都市大学工学部 

・東海大学工学研究科 

2）第 11 回若手土木技術者交流サロン（2018.10.29）                             参加者：28 名 

3）第 12 回若手土木技術者交流サロン（2019.1.23）                             参加者：18 名 

  4）第 10 回どぼくカフェ（2018.12.14）                         参加者：45 名 

（11）シニアサロン 

  教員免許状更新講習会 【交流部会：シニアサロン（筑波大学共同開催）】（2018.8.4）                          

 （12）広報活動 

1）関東支部 Facebook「シビルネット関東」 

2）メルマガ配信（2 回／月） 

（13）出版物 

1）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 

－技術士第二次試験受験のための実践講習会（演習付）第 30 回     2018 年 4 月刊行 100 部（80 頁） 

  2）講習会「土木技術者に求められる資質と素養」 

－技術士第二次試験受験のための直前講習会（建設部門模擬試験付）第 10 回 

2018 年 6 月刊行 100 部（28 頁） 

  3）講習会「土木系技術者のキャリア形成、その第一歩」 

－技術士第一次試験に挑戦する土木系技術者のために第 12 回              2018 年 7 月刊行 80 部（122 頁） 
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  4）第 46 回技術研究発表会講演概要集（CD－ROM 版）                        2019 年 3 月刊行 650 部  

 （14）共催・後援・協賛行事 

1）第 19 回リペア会 定例会（2018.6.14、8.9、10.11、11.11、12.13、2.7） 

   一般社団法人 リペア会 

2）「道路橋の長寿命対策に関わる技術講習会」（2018.7.5) 

   一般社団法人 日本建設保全協会 

3）「応用生態工学会第 22 回東京大会」（2018.9.20～23） 

   応用生態工学会 

（15）分会行事報告 

【新潟会】 

1）通常総会（2018.5.14）                      新潟グランドホテル   参加者：92 名 

2）講演会 

①第 1 回（総会時 2018.5.14）「ビックデータ最前線」     新潟グランドホテル   参加者：90 名 

②第 2 回（定例会時 2018.10.26）「なくならない災害犠牲者」 

-つたわらない避難情報・つたわらないもどかしさ-    新潟グランドホテル   参加者：66 名 

③第 3 回（「土木の日」記念講演会 2018.11.20）新潟日報メディアシップ        参加者：280 名 

「激甚化する自然災害とその対応」、「どうなる？今年の政治経済！」 

3）第 36 回研究調査発表会（新潟大学）（2018.11.13）朱鷺メッセ   発表件数：134 件、参加者：252 名 

4）研究活動（2019.3～31.3）コンクリート構造物の品質向上および長寿命化に関する研究委員会 

   5）建設事業のイメージアップ活動（日建連北陸支部と共催）「土木の日」関連行事 

①イメージアップ親子見学会 

新潟班（2018.7.28）                                                     参加者：17 組、38 名 

見学先：国道 7 号朝日温海道路 1 号トンネル、加治川用水農業水利事業 松岡ため池建設工事 

長岡班（2018.7.26）                                参加者：5 組、10 名 

見学先：国道 289 号（八十里越）、長岡除雪ステーション 

②講演会（第 3 回講演会参照） 

6）研修会（2018.9.18）国道 7 号朝日温海道路 1 号トンネル、加治川用水農業水利事業松岡ため池建設工事 

                   参加者：57 名 

   7）幹事会                                                                                  5 回 

   8）新潟県内の土木施設を紹介する取り組み 

     HP にて新潟県内の土木施設を「新潟土木構造物めぐり」と題して 52 施設について紹介 

9）懇親会 

①総会に伴う懇親会（2019.5.10）             ホテルオークラ新潟   参加者：95 名 

②定例会（2018.10.24）                  新潟グランドホテル   参加者：59 名 

10）その他 

①土木学会選奨土木遺産認定伝達（土木の日記念講演会時）（H29.11.20） 

     「万内川砂防堰堤群・日影沢床固工群」 

②第 8 回「インフラ・ライフライン減災対策シンポジウム」（H30.1.18～19） 

【山梨会】 

1）通常総会（2018.4.18）              岡島百貨店クリスタルホール    参加者：16 名 

2）講習会（2018.10.24）「火山噴火および地震等による減災対策のための最近の話題」 

敷島総合文化会館                                                             参加者：160 名 

3）見学会(土木の日行事，2018.11.17）「開通間近の中部横断自動車道路を訪ねて」          参加者：62 名 
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        見学先：中部横断道路（六郷 IC～富沢 IC） 

4）幹事会                                   合計 11 回 

【群馬会】 

1）通常総会（2018.6.20）                        ホテルラシーネ新前橋  参加者：37 名 

2）講演会｢まちはだれのもの―Is the City Ours?―｣（2018.6.20）ホテルラシーネ新前橋  参加者：34 名 

3）講演会 

①第 17 回コンクリート研究会（2018.11.30）   

「コンクリート用混和剤(材)の選び方・使い方」  ホテル 1-2-3 前橋マーキュリー  参加者：120 名 

     ②「前橋泥流堆積物がわかる～露頭の見学と講演～」（2018.12.4）  

群馬県庁 2 階ビジターセンター                         参加者：100 名 

4）見学会  

①八ッ場ダム工事現場見学会（2018.10.1）                              参加者：16 名 

5）土木の日イベント in ぐんま 2018（2018.11.17～18）            

①パネル展「ぐんまの風景を魅せるインフラ施設」   群馬県庁 32 階展望ホール     参加者：1600 名 

②記念講演「土木を撮る」                   群馬県庁 2 階ビジターセンター     参加者：100 名 

6）機関誌「群馬を拓く」第 27 号の発行 

【栃木会】 

 1）通常総会（2018.7.30）                    宇都宮東武ホテルグランデ            参加者：183 名 

2）講演会、意見交換会（2018.7.30）  宇都宮東武ホテルグランデ   参加者：207 名 

講演会題目：「都市のリノベーションと区画整理」 

 〔共催行事〕 

3）研究発表会（栃木県建設技術協会と共催）（2019.1.31）  宇都宮市文化会館    参加者：369 名 

① 研究発表会   発表論文：11 編 

② 文化講演会題目 「災害派遣時の活動状況について」 陸上自衛隊宇都宮駐屯地  

   〔共催行事〕 

4）技術講習会 

講習会（日本技術士会栃木県支部と共催）（2019.2.21） 栃木県職員会館 ニューみくら  参加者：38 名 

テーマ：「技術士を志す方への情報提供講座」 

   〔共催行事〕 

5）「土木の日」イベント事業（CCI とちぎ、とちぎ建設技術センター 共催）（2018.11.8） 

 宇都宮東武ホテルグランデ    参加者：260 名 

① 土木学会選奨土木遺産認定書授与式 

    ② 講演：「土木がつくるインフラの意味―経済成長・財政再建・地方活力―」  

6）エクスカーション「近代土木遺産探訪の旅」（2018.10.9）             参加者： 80 名 

   東武鉄道砥川橋梁、鬼怒川発電所黒部ダム、所野発電所、日光東照宮の視察 

7）各種事業への支援・参加・協賛 

コンクリートカヌー大会参加団体６校 

8）その他 

2018 年度会員名簿の作成およびホームページの更新 

【茨城会】 

1）理事会および通常総会（2018.7.27） 

理事会     (公財）茨城県開発公社  出席者：15名 

   総 会            (公財）茨城県開発公社   出席者：50名 
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  2）幹事会：定期的に開催   

    ①第 1 回幹事会（2018.5.21）        (一財)茨城県建設技術管理センター   出席者：18 名 

②第 2 回幹事会（2018.9.25）         茨城県三の丸庁舎              出席者：13 名 

3） 講演会 

〔共催行事〕 

① 総会時特別講演会（2018.7.27）        （公財）茨城県開発公社        参加者：106名 

  ②第 15 回建設技術講演会（2018.11.2） （一財）茨城県建設技術管理センター          参加者：117 名 

4） 講習会（イブニングセミナー） 

    ①第 21 回イブニングセミナー（2018.11.28）茨城県産業会館               参加者：28 名 

  ②第 22 回イブニングセミナー（2019.2.22）茨城県産業会館                参加者：71 名 

5）調査研究部会 

①2018 年度選奨土木遺産の推薦 

 ②2019 年度土木学会選奨土木遺産の推薦及び次年度推薦候補の検討 

② 茨城県建設フェスタへ部会活動内容を出展（2018.10.27） 

③ 現地見学会（2018.10.30）                                                   参加者：43 名 

  現在施工中の国道 6 号千代田石岡バイパス工事の軽量盛土工や路体盛土工等の最新技術を見学 

 ⑤選奨土木遺産認定書の授与式（2018.11.2） 

⑥2018 年度ブラ土木 in 日立ジオサイト見学会（2018.11.16）           参加者：48 名 

    日立市郷土博物館において、茨城大学名誉教授田切美智雄先生による 

「日立カンブリア紀層と日本列島」についてのご講演 

  かみね公園頂上展望台、小木津山自然公園、東連津川、棚倉断層の 5 億年前のジオサイトを見学 

⑦橋梁や河川に関するモニタリング技術の検討 

6）「土木の日」見学会（2018.12.3）                          参加者：児童 34 名                       

①石岡第二発電所 発電所に関する説明（茨城の水力発電の歴史、水力発電所の仕組） 

            見学 内部：水車、発電機 外部：水圧鉄管、放水路 

②小山ダム見学およびダムの説明 

 7）広報関係 

    ①茨城会会報の発行 

②「茨城会」ホームページの運用 

 

4．中部支部 

（1）支部総会（H30.5.10） 名鉄ニューグランドホテル 

（2）顧問会 1回 

（3）商議員会 3回 

（4）幹事会 9回 

（5）調査研究委員会 1回 

（6）調査研究委員会選考委員会 2回 

（7）優秀研究発表賞選考委員会 2回 

（8）技術賞選考委員会 2回 

（9）選奨土木遺産中部支部選考委員会 4回 

（10）減災防災支部委員会 3回 

（11）地域貢献事業運営委員会 2回 

（12）80周年事業実行委員会 10回 
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（13）戦略会議 2回 

（14）地域WG 9回 

（15）広報WG 9回 

（16）講習会WG 9回 

（17）研究発表会WG 9回 

（18）支部行事 

1）技術講習会  

第 1 回（H30.4.12）  於：愛知県産業労働センター                            参加者：82 名 

  「技術士資格取得のために －建設部門の二次試験に備える－」講習会 

 第2回（H30.7.10）  於：名古屋大学ES総合館 ESホール 参加者：113名 

  「2017年制定コンクリート標準示方書[設計編][施工編]発刊に関する講習会」 

 第3回（H31.1.16）  於：愛知県産業労働センター                                参加者：72名 

  「コンクリート標準示方書［維持管理編］改訂，および，セメント系材料を用いた 

コンクリート構造物の補修・補強指針発刊にともなう講習会」 

 第4回（H31.2.21）   於：愛知県産業労働センター 参加者：57名 

     「i-ｃonstruction推進セミナー」 

第5回（H31.3.18）  於：愛知県産業労働センター 参加者：  名 

     支部80周年特別企画「切迫する南海トラフ巨大地震の発生予測と減災に関するシンポジウム」 

  2）土木の日関連行事 

① 親子ふれあい見学会（H30.10.27） 参加者：26名 

「アーチの謎に迫る 新旧アーチ橋の探検に行こう」 

アーチ模型を用いアーチの仕組みを学んでいただいた後、新旧アーチ橋等を見学 

② 市民見学会 

 ＜三重県＞（H30.11.4） 参加者：43名 

「ふだん見ることのできない高速道路の現場を見に行こう」 

   見学先：国道42号熊野尾鷲道路（トンネル工事現場、IC工事現場） 

 ＜長野県＞（H30.11.10） 参加者：22名 

 「信州の土木を知ろう」 

 見学先：浅川ダム、浅川排水機場、沼目町ラウンドアバウト、村山橋 

③ エクスカーション 

見学先：岐阜県美濃市の土木遺産・文化財、東海環状自動車道工事現場等（H30.8.28）     参加者：17名 

申込団体：愛知社会科教育研究会 海部支部 

3）中部支部選奨土木遺産・パネル展 

      名古屋都市センター(H30. 5.8～20）  

建設技術フェア2018in中部内 (H30.10.17～18) 於：吹上ホール 

4)研究発表会（H31.3.1）  於：愛知工業大学               参加者：551名 

     講演発表論文件数：Ⅰ～Ⅶ部門295件 

5）土木出前講座 

第1回（H30.5.27）  於：静岡市北部生涯学習センター美和分館                    参加者：12名 

「すごろくを楽しみながら交通を知ろう！」                   講師：長野工業高等専門学校 轟 直希氏 

第2回（H30.7.13）  於：名古屋港湾会館                       参加者：31名 

「道づくりの歴史と未来」    講師：名古屋市緑政土木局道路建設部道路建設課 可児 誠氏 

第3回（H30.7.18）  於：愛知県立稲沢高等学校                 参加者：26名 
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「微生物でまちをきれいにする」                                      講師：信州大学 松本 明人氏 

第4回（H30.7.26）  於：名古屋商工会議所              参加者：100名 

「地下鉄のあゆみ ～建設から維持管理～」                    講師：名古屋市交通局 福井 伸彦氏 

第5回（H30.7.31）  於：静岡市南部生涯学習センター                  参加者：42名 

「新幹線のお医者さんドクターイエロー」        講師：東海旅客鉄道㈱ 野村 清順氏 

第6回（H30.8.19）  於：岐阜県聴覚障害者情報センター                  参加者：10名 

「すごろくを楽しみながら交通を知ろう！」       講師：長野工業高等専門学校 轟 直希氏 

第7回（H30.9.11）  於：静岡市東部生涯学習センター                     参加者：66名 

「コンクリートの世界」                                 講師：中部大学名誉教授 平澤 征夫氏 

第8回（H30.10.10）  於：東桜会館                  参加者：57名 

「進化し続ける建設材料」                                 講師：岐阜大学 國枝 稔氏 

第9回（H30.10.25）  於：愛知県立東海商業高等学校            参加者：12名 

「緊急地震速報で命を守る」      講師：愛知工業大学 小池 則満氏 

第10回（H30.10.26）  於：名古屋人権啓発センター                 参加者：15名 

「南海トラフ大地震に備える個人・国の地震（液状化を含む）対策」        講師：中部大学 山田 公夫氏 

第11回（H30.11.2）  於：愛知県立美和高等学校                  参加者：810名 

「緊急地震速報で命を守る」      講師：愛知工業大学 小池 則満氏 

第12回（H30.11.2）  於：静岡市こどもクリエイティブタウン『ま・あ・る』                   参加者：43名 

「新聞紙に乗ろう！橋の話と実験」        講師：愛知工業大学 鈴木 森晶氏 

第13回（H30.11.24）  於：静岡市こどもクリエイティブタウン『ま・あ・る』                  参加者：43名 

「列車の運行を支える線路をまもるおしごと」      講師：東海旅客鉄道㈱ 島林 勉氏 

第14回（H30.12.4）  於：愛知県立鶴城丘高等学校                 参加者：37名 

「電子紙芝居を使い、水害について考えるワークショップ」             講師：名古屋工業大学 秀島 栄三氏 

第15回（H30.12.5）  於：愛知県立鳴海高等学校                                        参加者：78名 

「津波と高潮」       講師：名古屋大学 富田 孝史氏 

第16回（H30.12.7）  於：テクノハマ株式会社                                         参加者：25名 

「生物多様性に関する講義」       講師：名古屋工業大学 増田 理子氏 

第17回（H30.12.11）  於：静岡市東部生涯学習センター高齢者学級                参加者：65名 

「気候の歴史を探る」        講師：名古屋工業大学 庄 健治朗氏 

第18回（H30.12.12）  於：愛知県立刈谷工業高等学校                   参加者：900名 

「地震時の地盤の液状化‐液状化は私たちの暮らしにどんな影響を与えるか」   講師：中部大学 山田 公夫氏 

第19回（H30.12.18）  於：愛知県立愛知総合工科高等学校建設科                   参加者：40名 

「進化し続ける建設材料」   講師：岐阜大学 國枝 稔氏 

第20回（H30.12.18）  於：愛知県立鶴城丘高等学校                  参加者：33名 

「これまでの川づくり・今後の川づくり―安全と環境―」         講師：名古屋大学 戸田 祐嗣氏 

第21回（H31.1.25）  於：愛知県三の丸庁舎 会議室                  参加者：39名 

「大規模地震発生時の緊急避難と緊急対応について」         講師：名古屋工業大学 山本 幸司氏 

第22回（H31.2.10）  於：ウインクあいち                  参加者：25名 

「インフラで社会を守る、社会でインフラを守る」       講師：名古屋大学 中村 光氏 

第23回（H31.3.4）  於：名古屋ガーデンパレス                   参加者：80名 

「地震時の地盤の液状化‐液状化は私たちの暮らしにどんな影響を与えるか」   講師：中部大学 山田 公夫氏 

6）自治体ブランチ(愛知県):イブニングサロン 

第１回(H30.6.29)  於：豊川高等学校                         参加者：24名（学生14名、社会人10名） 
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豊川高等学校学生を対象 

第2回(H30.7.12)  於：愛知工業大学                          参加者：23名（学生13名、社会人10名） 

愛知工業大学学生を対象 

第3回(H30.10.31)   於：中部大学                            参加者：21名（学生12名、社会人 9名） 

中部大学学生を対象 

第4回(H30.12.17)  於：豊橋工業高校                          参加者：55名（学生39名、社会人16名） 

豊橋工業高校学生を対象 

7)学生と技術者の意見交換会(H30.11.29) 

 テーマ：現場見学会＆ディスカッション ～旬な現場をみて土木技術者と語り合おう～      

          於：名古屋港飛島ふ頭再編改良事業、名古屋第二環状自動車道飛島 JCT 工事現場 

参加者：土木を専攻する中部圏の大学および高専の学生 8 名 

                                         社会人技術者                       9名 

8)調査研究委員会報告会（H31.3.1）  於：愛知工業大学                 参加者：30名 

1．「木曽川流域圏における対流促進型国土の形成に向けた可能性調査委員会」委員長：中村晋一郎（名古屋大学）  

2．「道路盛土と舗装の一体型診断システムと長寿命化修繕方法検討委員会」      委員長：八嶋 厚（岐阜大学） 

3．「災害時の携帯端末を用いた避難共助支援に関する委員会」              委員長：吉田 成宏（金沢大学） 

9）中部地域における防災・減災シンポジウム（H30.4.25）  於：名古屋大学        参加者:120 名 

・中部地方整備局、土木学会を始めとした各学会、名大減災研における防災・減災への取組紹介 

・中部地域の防災・減災強化に向けたパネルディスカッション 

10)平成 30 年岐阜豪雨災害調査報告会（H30.11.7）  於：名古屋大学                 参加者:162 名 

・平成 30 年岐阜県内豪雨災害について、災害調査報告（４調査エリア）および災害調査を通じて 

・テーマ「今後の豪雨災害に備えるために」パネルディスカッション 

11)８０周年記念事業 

・施設見学会 

① 「中川運河クルーズ」（名古屋港方面）(H30.10.10)         

松重閘門、中川運河クルーズ(ささしまライブ～金城ふ頭)、リニア・鉄道館               参加者：44 名 

② 「工事中のトンネル探検」（浜松方面）(H30.10.14)              

三遠南信道、トンネル工事現場(東栄地区)、鳳来寺山                           参加者：36 名 

   ・写真展「名古屋の交通インフラの発展」(H30.11.16～17) 

於：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール 9F 展望ホール） 

参加者：250 名 

・「土木学会中部支部創立８０周年記念講演・記念祝賀会」(H30.11.17)   

於：名古屋市中小企業振興会館（記念講演：吹上ホール７Ｆメインホール、記念祝賀会吹上ホール 9F 展望ホール） 

参加者：245 名（記念講演）、103 名（祝賀会）  

  ・記念誌(H31.3 発行)  

12） 共催・協賛・後援行事 

1）共催行事 

① 橋梁技術発表会及び講演会（H30.10.12） 

        於：東建ホール・丸の内   主催：（一社）日本橋梁建設協会 

② 建設技術フェア 2018 in 中部（H30.10.17-18） 

於：吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館） 

  主催：国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会 

2）後援行事 
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① 「道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会」（H30.6.12）  

於：名古屋国際センター 別棟ホール                            主催：（一社）日本建設保全協会 

② 第２8 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア（H30.8.28） 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル                  主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

③ 第28回建設コンサルタント業務技術発表会（H30.10.3） 

於：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）           主催：（一社）建設コンサルタンツ協会中部支部 

④ 「牛布川階段工完成１００周年記念行事」（H30.10.19） 

    於：松本市 Ｍウイング                                   主催：長野県松本建設事務所 

⑤ 現場技術者のための土質力学：第5回講演会（H30.11.28） 

於：金沢大学サテライトプラザ ３F・集会室                    主催：（公社）地盤工学会北陸支部 

⑥ 第23回リペア会定例会（H30.12.13） 

於：名古屋ダイヤビルディング１号館１２３会議室                         主催：（一社）リペア会 

⑦  事例から学ぶセメント系材料の基本知識セミナー（H31.1.31） 

     於：ルブラ王山                                           主催：（一社）セメント協会 

⑧ 第２9 回「知多から世界へ」講演会 in セントレア（H31.2.5） 

於：中部国際空港㈱ 第２セントレアビル                  主催：特定非営利活動法人「知多から世界へ」 

⑨ ライフサイクルコストに優しいコンクリート舗装の入門セミナー（H31.2.14） 

於：金沢商工会議所会館１F ホール                               主催：（一社）セメント協会 

 

5. 関西支部 

【総会、会議等】    

行事名 開催日 開催場所 参加者数 

第 91 回支部総会 2018-05-10(木) 
建設交流館 8 階グリーン

ホール 
199 

2018 年度第 4 回土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 2018-05-18(金) 土木学会関西支部 22 

2018 年度第 1 回全体幹事会 2018-06-04(月) 土木学会関西支部 28 

2018 年度第 1 回商議員会 2018-06-25(月) 土木学会関西支部 39 

2018 年度第 1 回技術賞選考委員会 2018-07-09(月) 土木学会関西支部 20 

2018 年度第 5 回土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 2018-07-20(金) 土木学会関西支部 19 

2018 年度第 2 回技術賞選考委員会 2018-10-17(水) 土木学会関西支部 15 

2019 年度第 1 回土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 2018-10-18(木) 土木学会関西支部 12 

2018 年度第 3 回技術賞選考委員会 2018-11-05(月) 土木学会関西支部 11 

『コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本』第 6

次改訂委員会第 1 回全体委員会 
2018-11-06(火) 大阪科学技術センター 53 

2019 年度第 2 回土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 2018-11-22(木) 土木学会関西支部 11 

2018 年度第 2 回商議員会・第 2 回全体幹事会合同会議、見

学会 

2018-11-30(金)～

2018-12-01(土) 

ウェスティンホテル淡路

国際会議場 301 
38 

2019 年度第 3 回土木学会選奨土木遺産支部推薦委員会 2018-12-17(月) 土木学会関西支部 16 

2018 年度第 4 回技術賞選考委員会 2019-01-15(火) 土木学会関西支部 13 

2018 年度第 3 回商議員会・第 3 回全体幹事会合同会議 2019-01-25(金) 
大阪合同庁舎 1 号館第 1

別館大会議室 
47 

【講演会、シンポジウム、講習会、セミナー、研究発表会、談話会等】 



 

106 

行事名 開催日 開催場所 参加者数 

「技術士を目指されている方のために－建設部門の二次試

験に備える－」講習会 
2018-04-02(月) 大阪科学技術センター 114 

平成 30 年度土木学会関西支部年次学術講演会（主催：(公

社)土木学会関西支部、共催：神戸大学） 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス工学部学舎 
640 

学生向けキャリア支援企画「業界説明・夏季インターンシ

ップ相談会～相談にのります、将来への道づくり～」 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス 
110 

ワークショップ「シビル・ベテランズ＆ボランティアズ

(CVV)」 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス 
22 

ワークショップ「内水圧が作用する地下貯留トンネルの力

学挙動に関する調査・研究」 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス 
20 

ワークショップ「関西の多様な海岸線における防災および

水域環境に関する課題抽出とリスク評価」 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス 
30 

「まちづくりにおける水辺空間のあり方」調査研究委員会

講習会～新たな都市施設・空間の複合化を目指して～（主

催：(公社)土木学会関西支部、協賛：(一社)近畿建設協

会） 

2018-07-13(金) 建設交流館 37 

[ライブ配信・大阪会場] 世界で活躍する日本の土木技術者

シリーズ第 12 回シンポジウム（主催：(公社)土木学会国際

センター・プロジェクトグループ、(公社)土木学会関西支

部） 

2018-07-19(木) 土木学会関西支部 2 

大阪府北部の地震に対する災害調査団速報会（主催：(公

社)土木学会関西支部、共催：(公社)日本地震工学会、(公

社)地盤工学会関西支部、後援：(公社)日本コンクリート工

学会近畿支部） 

2018-07-19(木) 
関西大学千里山キャンパ

スソシオ AV 大ホール 
420 

国土・土木と AI 懇談会成果報告シンポジウムビデオセミナ

ー（主催：(公社)土木学会関西支部、(一社)近畿建設協

会） 

2018-08-09(木) (一社)近畿建設協会 47 

平成 30 年 7 月豪雨災害関西調査団速報会（主催：平成 30

年 7 月豪雨災害関西調査団(構成団体：(公社)土木学会関西

支部ほか)） 

2018-08-09(木) 
関西大学千里山キャンパ

ス BIG ホール 100 
500 

コンクリートカヌー競技大会（主催：近畿高校土木会 [後

援：(公社)土木学会関西支部]） 
2018-08-25(土) 兵庫県立円山川公苑 15 

地盤工学の知見に基づく歴史的地盤遺跡の保全と活用に関

する研究委員会講習会（主催：(公社)土木学会関西支部、

後援：(公社)地盤工学会関西支部、(一社)日本応用地質学

会関西支部） 

2018-09-12(水) 
大阪市立大学文化交流セ

ンター 
43 

モニタリング技術と融合した橋梁マネジメントに関する講

習会（主催：(公社)土木学会関西支部、協賛：(一財)災害

科学研究所、NPO 法人「関西橋梁維持管理－大学コンソー

シアム」） 

2018-09-19(水) 
大阪市立大学文化交流セ

ンター 
65 
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第 32 回コンクリート構造の設計・施工・維持管理の基本に

関する研修会 

2018-09-25(火)～

2018-09-26(水) 
大阪科学技術センター 131 

平成 30 年台風 21 号による高潮災害調査速報会（主催：(公

社)土木学会海岸工学委員会、(公社)土木学会関西支部、共

催：大阪大学大学院工学研究科） 

2018-10-19(金) 

大阪大学コンベンション

センター3 階 MO ホール、

他ネット配信 3 会場 

380 

建設技術展「土木実験・プレゼン大会～どうして？なぜ？

が一目でわかる～」(「長周期地震動を知っていますか？」

「災害に対する予防薬」「トンネル切羽の安定性実験」) 

2018-10-24(水) マイドームおおさか 300 

2018 年度土木学会関西支部技術賞候補発表会(募集：8 月 1

日～10 月 9 日、16 件) 
2018-12-11(火) 

大阪合同庁舎 1 号館第 1

別館大会議室(2 階) 
144 

高専学生対象講演会 YES!土木!YES!～土木の魅力～ 2018-12-17(月) 
神戸市立工業高等専門学

校ホール本部棟２F 
200 

高専学生対象講演会女子高専生向けキャリア支援座談会

「女性が働くって ふつうじゃないの？」  
2019-01-30(水) 明石工業高等専門学校 20 

平成 30 年度施工技術報告会～主題「最近の建設・保全・環

境技術と施工事例」（主催：(公社)土木学会関西支部、 

(公社)地盤工学会関西支部、 (一社)日本建設業連合会関西

支部、(一社)建設コンサルタンツ協会近畿支部、(一社)日

本建設機械施工協会関西支部） 

2019-02-13(水) 
建設交流館 8 階グリーン

ホール 
121 

【市民対象行事等】    

行事名 開催日 開催場所 参加者数 

小中高生対象見学会「駅や高速道路が変わる姿を見てみよ

う！」（主催：(公社)土木学会関西支部、協力：阪神高速

道路(株)、阪神電気鉄道(株)、(株)奥村組、清水建設

(株)、(株)横河ブリッジ） 

2018-06-02(土) 

阪神電車梅田駅改良工

事 、阪神高速道路西船場

ジャンクション（信濃橋

渡り線）改築事業 

71 

小中学生対象夏休み土木実験教室（主催：(公社)土木学会

関西支部、協力：(株)CAD ASSIST、(株)アバロンテクノロ

ジーズ、富士電機 IT ソリューション(株)） 

2018-07-28(土) 
立命館いばらきフューチ

ャープラザ 
162 

“土木の日”ポスター展示(建設技術展 2018(10 月 24・25

日開催)会場内)(※募集：6 月 1 日～9 月 10 日、544 件)主

催：(公社)土木学会関西支部、「土木の日」関連行事関西

地区連絡会 

2018-10-24(水)～

2018-10-25(木) 
マイドームおおさか 15,829 

FCC フォーラム「～どぼくカフェ：高速道路と SA・PA を楽

しむ～」主催：(公社)土木学会関西支部、「土木の日」関

連行事関西地区連絡会、共催：西日本高速道路(株) 

2018-12-02(日) 

新名神高速道路宝塚北サ

ービスエリアフリーラウ

ンジ 

39 

FCC どぼくカフェ「土木を魅せる写真術」主催：(公社)土

木学会関西支部、「土木の日」関連行事関西地区連絡会 
2018-06-16(土) 

神戸大学六甲台第 2 キャ

ンパス 
80 

FCC どぼくカフェ「素晴らしい橋の魅力」主催：(公社)土

木学会関西支部、「土木の日」関連行事関西地区連絡会 
2018-06-26(火) 

Loop-A(阪神高速ミナミ交

流プラザ） 
25 

FCC どぼくカフェ「どぼくカレンダー展」主催：(公社)土

木学会関西支部、「土木の日」関連行事関西地区連絡会 

2019-01-08(火)～

2019-01-14(月) 

大阪モノレール万博記念

公園駅改札口内 
70,000 
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FCC どぼくカフェ「トンネル写真の魅力」主催：(公社)土

木学会関西支部、「土木の日」関連行事関西地区連絡会 
2019-01-12(土) 

大阪モノレール万博記念

公園駅改札口内イベント

広場 

38 

FCC どぼくカフェ「ニッポン近代化の立役者たち ～産業遺

産への憧憬～」主催：(公社)土木学会関西支部、「土木の

日」関連行事関西地区連絡会 

2019-02-07(木) 

神戸アートビレッジセン

ター１F コミュニティス

ペース「1room」 

23 

2018 年度大規模土木プロジェクト実地研修－構想から設

計・施工まで体感する－ 

2018-08-29(水)～

2018-09-07(金) 

大阪府安威川ダム建設事

務所ほか 
21 

ぶら・土木 22「なにわ八百八橋めぐり ～中之島に架かる

橋を巡る PART2～」後援：CVV (Civil Veterans & 

Volunteers) 

2018-05-19(土) 大阪・中之島周辺 19 

ぶら・土木 23 明石海峡大橋主塔登頂企画 「夢の架け橋」

完成 20 周年 ～海抜 300m からの絶景を楽しもう！～ 
2018-07-18(水) 明石海峡大橋ほか 34 

ぶら・土木 24 婚活イベント ～大人の遠足 in 神戸～ 2018-10-20(土) 三宮・元町周辺 13 

ぶら・土木 25 「ますます便利に 快適に 南海本線」立体

交差事業の現場を視る！ 
2018-11-09(金) 

南海本線・高師浜線連続

立体交差事業 
17 

ぶら・土木 26 スゴ技！甲子園～球場とグラウンドの維持

管理を知ろう！～ 
2018-12-12(水) 阪神甲子園球場 35 

2018 年度メンテナンスエキスパート講習会 
2018-11-12(月)～

2018-11-16(金) 
土木学会関西支部 118 

教員免許状更新講習「知っておきたい！上水処理と下水処

理の最前線」主催：兵庫教育大学 [共催：(公社)土木学会

関西支部] 

2018-07-24(火) 神戸市東灘処理場 39 

教員免許状更新講習「知っておきたい！関西国際空港の歴

史と技術―世界大交流時代を支える海上空港の役割―」主

催：兵庫教育大学 [共催：(公社)土木学会関西支部] 

2018-08-06(月) 関西国際空港 39 

教員免許状更新講習「知っておきたい！津波・高潮防災の

最前線」主催：兵庫教育大学 [共催：(公社)土木学会関西

支部] 

2018-08-07(火) 津波・高潮ステーション 59 

教員免許状更新講習「知っておきたい！地図の作り方から

使い方」主催：兵庫教育大学 [共催：(公社)土木学会関西

支部] 

2018-08-10(金) 
兵庫教員大学加東キャン

パス 
49 

インフラツーリズム「天ヶ瀬ダム及び再開発事業の見学と

ガイドによる宇治散策ツアー」主催：(株)JTB [特別企画：

(公社)土木学会関西支部] 

2018-11-03(土) 天ヶ瀬ダムほか 64 

【その他募集等】    

公募名 募集期間 開催場所 応募者数 

2019 年度学生会員海外研修支援事業研修生の募集 
2018-12-01(土)～

2019-02-28(木) 
- 2 

2019 年度共同研究グループの募集 
2018-08-01(水)～

2018-10-16(火) 
- 4 
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2019 年度調査・研究委員会テーマの募集 
2018-08-01(水)～

2018-10-16(火) 
- 0 

 

6．中国支部 

（1）平成30年度土木学会中国支部通常総会（H30.5.9）       開催場所：メルパルク広島（広島市中区）  

参加者：56名（委任状：655名：はがき373名、web282名） 

（2）商議員会                                           2回 

（3）幹事会                                            5回 

（4）役員選出委員会                                        1回 

（5）選奨土木遺産選考委員会                                    2回 

（6）支部活性化WG                                         1回 

（7）2018年7月西日本豪雨災害調査  

 ○ 2018年7月西日本豪雨災害調査団 

     ・岡山河川グループ調査団    

     ・岡山土砂グループ調査団  

     ・広島河川グループ調査団  

     ・広島土砂グループ調査団  

     ・広島橋梁グループ調査団  

     ・交通ネットワークの被害(協力) 

     ・山口グループ調査団  

○ 現地調査  7月～8月 広島県内・岡山県内・山口県内 

○ 2018年7月西日本豪雨災害調査報告会（H30.12.10） 

                      開催場所：広島国際会議場 ヒマワリ 参加者：約400名 

    ○ 2018年7月西日本豪雨災害調査報告書の発行  

（8）支部行事 

〔主催行事〕 

    1）支部研究発表会                  開催場所：徳山工業高等専門学校（山口県周南市） 

       ・企業による技術展示（H30.5.26）                             参加者:291名 

         ・研究発表会（H30.5.26）                              発表件数：206件 参加者:423名 

2）講演会・報告会・シンポジウム・セミナー 

  ・「特別講演会」（H30.5.10/支部総会）     開催場所：メルパルク広島（広島市）参加者:121名      

           演題：「スーパーメガリージョンとポストアーバン社会」  

講師： 土木学会次期会長 小林 潔司 氏  

・「平成30年度工事報告会」（H30.10.26）    

       開催場所：米子コンベンションセンター「BiGSHiP」小ホール参加者：70名 

       ・「2018年7月西日本豪雨災害調査報告会」（H30.12.10） 

開催場所：広島国際会議場 ひまわり 参加者：約400名 

3）講習会 

       ・「2017年制定コンクリート標準示方書 設計編・施工編」  発刊に伴う講習会 山口会場 （H30.8.27） 

 開催場所：山口県健康づくりセンター第1研修室（山口市）参加者:81名 

  ・「2017年制定コンクリート標準示方書 設計編・施工編」 発刊に伴う講習会  広島会場 （H30.9.5） 

 開催場所：広島工業大学広島校舎501号室（広島市）参加者:88名 

     ・「2017年制定コンクリート標準示方書 設計編・施工編」 発刊に伴う講習会 岡山会場 （H30.9.6） 



 

110 

 開催場所：岡山国際交流センター 国際会議場（岡山市）参加者:94名 

・「2018年制定コンクリート標準示方書 維持管理編」  発刊に伴う講習会 広島会場 （H31.2.6） 

開催場所：広島YMCA国際文化センターコンベンションホール（広島市）参加者:99名 

・「2018年制定コンクリート標準示方書 維持管理編」  発刊に伴う講習会 岡山会場 （H30.2.8） 

 開催場所：岡山国際交流センターイベントホール（岡山市）参加者:41名 

〔共催行事〕    

・「呉工業高等専門学校 公開講座 環境都市シリーズ」(H30.6.1～8.5)  主催：呉工業高校専門学校  

                開催場所：呉工業高等専門学校 参加者(合計)：＊＊名 

        ・「第1回実りある学舎」（H30.8.30）      主催: 中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

            開催場所：中国地方整備局港湾空港部(広島市) 参加者：38名    

・「第1回民間技術説明会」（H30.9.6）             主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

                   開催場所：中国地方整備局港湾空港部（広島市）参加者:52名 

・「中国地方建設技術開発交流会」（H30.10.17～11.17）主催：中国地方建設技術開発交流会実行委員会 

    開催場所：中国各県5か所 （鳥取市・松江市・岡山市・広島市・山口市）参加者：950名 

・「第2回民間技術説明会」（H30.10.30）           主催:中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

                  開催場所：中国地方整備局港湾空港部（広島市）参加者35名 

・「第2回実りある学舎」（H31.2.15）             主催: 中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所 

               開催場所：中国地方整備局港湾空港部(広島市) 参加者：42名 

〔後援行事〕 

・「平成30年度土砂災害防止県民の集い」（H30.5.30）                               主催：広島県   

開催場所：広島市安佐南区民文化センター (広島市)  参加者：約600名 

・「道路橋の長寿命化に関わる技術講習会」（H30.6.1）                    主催: 日本建設保全協会          

開催場所：広島市南区民文化センター ホール（広島市）:約400名 

・「京都大学災害リスクマネージメント工学講座(JR西日本)」（H29.7.9）    主催:京都大学・JR西日本   

開催場所：松江テルサ（松江市）豪雨災害の為中止  

・「山口大学 グローカル環境・防災学研究会主催シンポジウム」（H30.7.27）  

主催: 山口大学 グローカル環境・防災学研究会   

開催場所：山口大学 工学部（山口県宇部市）参加者:103名  

・「第54回水工学に関する夏期研修会」（H30.9.10～9.11）                 主催: （公社）土木学会 

開催場所：山口大学 工学部（山口県宇部市）参加者:＊＊名  

・「セメント系固化材の利活用セミナー」（H30.9.12）                 主催: （一社）セメント協会 

開催場所：とりぎん文化会館 （鳥取市）参加者:123名  

・「地域産学官と技術士の合同セミナー」（H30.9.22）        主催: （公社）日本技術士会中国本部 

開催場所：広島市文化交流会館 （広島市）参加者:130名  

・「平成30年7月西日本豪雨災害(中国地方)調査報告会」（H30.9.28） 

 主催: （公社）砂防学会中四国支部 

開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ （広島市）参加者:98名 

・「2018年度 日本都市計画学会中国四国支部 学術講演会」（H30.10.22） 

  主催: 日本都市0計画学会中国四国支部  

開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ （広島市）参加者:15名  

・「ITSセミナー」（H30.11.28）   主催：東京大学生産技術研究所次世代研究モビリティセンター 

    開催場所：宇部市文化会館 文化ホール（宇部市）参加者：138名 

・「地域シンポジウム中国」（H30.11.29）                                主催: （公社）土木学会 
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開催場所：広島YMCA国際文化センター （広島市）参加者:195名  

  ・「山口大学・環境DNA研究センターキックオフシンポジウム」（H30.12.4）  

主催： 山口大学環境DNA研究センター 

開催場所：国際ホテル宇部（山口県宇部市）参加者:104名 

〔「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事：主催行事〕 

・土木学会「夏休み親子見学会」(H30.7.21） 

    開催場所：静間仁摩道路宅野トンネル工事（島根県大田市）参加者: 23名 

        ・「夏休み子ども土木実験教室」（H30.8.3）       

        開催場所：東広島芸術文化ホールくらら（東広島市）豪雨災害の為中止 

・「土木ツアー」（H30.7.28） 

開催場所：鳥取西道路 内海中常松トンネル（鳥取市）参加者:56名 

         ・「どぼくカフェ ～趣味は、道路めぐり～」（H30.7.28） 

 開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者:約130名 

・「土木学会インフラツーリズム ～今福線の鉄道遺産をめぐる～」（H30.11.23） 

開催場所：新旧今福線の橋梁・トンネル群（島根県浜田市）参加者：24名 

・「建設技術フォーラム2018 in 広島」（H30.11.1～11.2） 

         開催場所：広島産業会館 東展示館(広島市) 参加者：約2,000名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣応募（～H30.9.14）  

（広島県・山口県・鳥取県・岡山県・島根県）参加者:1,130名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣表彰式（H30.11.10）     

      開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市）参加者:60名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣表彰式（H29.12.9）     

           開催場所：イオン松江店(島根県松江市) 参加者:30名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H30.11.2～11.11） 

    開催場所：広島市まちづくり市民交流プラザ（広島市）参加者:約5,500名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H30.11.16～11.28） 

   開催場所：土木学会本部（東京都新宿区四谷）参加者:約800名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H30.12.4～H31.3.17） 

             開催場所：広島県立図書館（広島市）参加者:47,778名  

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H31.1.11～1.17） 

          開催場所：イオンモール鳥取北（鳥取市）参加者: 約800名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H31.1.26～1.27） 

開催場所：中国電力㈱岡山エネルギアプラザ（岡山市）参加者:40名 

・第11回｢身近な土木を描いてみよう!図画コンクール｣展示（H31.3.5～3.17） 

開催場所：中国電力㈱柳井発電所（柳井市）参加者:約60名 

       ・「土木実験教室in 松江」（H30.12.9）      

        開催場所：イオン松江店 吹き抜け広場（島根県松江市）参加者:50名 

  ・平成30年度「土木学会選奨土木遺産認定式」（H31.3.10） 

   開催場所 海上自衛隊呉地方総監部  旧呉鎮守府防空指揮所   参加者：約230名 

〔「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事：共催行事〕 

       ・「環境都市工学科展」（H30.11.3）                       主催：呉工業高等専門学校 

開催場所：呉工業高等専門学校 参加者:100名 

・「ハイウエイちびっこセミナー」（H30.11.19）          主催：西日本高速道路㈱中国支社 
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              開催場所：西日本高速道路㈱中国支社 (広島市)参加者：195名 

（9）研究奨励 

1)調査研究活動助成（A）  

  ・中四国環境セミナー2018 

  2) 調査研究活動助成（B）  

   ・中国地方におけるトンネルの合理的設計・施工に関する研究 

   ・選奨土木遺産「今福線のコンクリートアーチ橋群」の保存活用にむけた調査研究 

 ・毛管浸透に着目したコンクリート内への液状水浸透予測式の定式化 

（10）表彰 

    1) 中国支部研究発表会若手優秀発表者賞：36名  

    2) 第1回「身近な土木を描いてみよう！」図画コンクール：優秀賞:13名・佳作作品：53名 

    3) 優秀学生表彰：29校30学科30名                 

（11）広報企画活動 

    1) ホームページの更新 

2) facebookによる行事案内・行事報告 

3) 土木iによる行事案内・行事報告 

  4) ニュースレターの発行 Vol.26・Vol.27 

  5) 賛助会員へのサービス向上企画 

    ・｢技術相談室｣案内 

    ・賛助会員1口につき5枚のテキスト無料券を配布 

    ・平成30年度支部研究発表会概要集ＣＤ配布 

    ・第11回「身近な土木を描いてみよう!」図画コンクール2018年カレンダー配布 

    ・行事案内などの送付（研究発表会・企業等による展示＆交流会・コンクリート講習会・ 

学校・企業のインターンシップの支援アンケート結果） 

 

7．四国支部 

（1）支部総会（H30.5.18）                          徳島大学工業会館 

（2）商議員会    平成 29 年度第 2 回（H30.5.18）        徳島大学 

平成 30 年度第 1 回（H30.11.20） サンポートホール高松 

（3）幹事会                        高松市建設クリエイトビル 

平成 29 年度第 4 回全体幹事会（H30.4.19） 

平成 30 年度第 1 回全体幹事会（H30.8.1） 

平成 30 年度第 2 回運営幹事会（H30.10.16） 

平成 30 年度第 3 回全体幹事会（H31.2.12） 

（4）2019 年度土木学会全国大会実行委員会 高松市建設クリエイトビル 

         第 1 回実行委員会（H30.7.27）  

               第 1 回総務部会（H30.9.11）  

              第 1 回幹事会（H30.11.2） 

               第 2 回総務部会（H31.2.14）  

              第 2 回幹事会（H31.3.5） 

（5）第 24 回技術研究発表会（H30.5.19）              徳島大学   参加者：447 名 

・一般発表件数：184 編  

・Web 発表件数：14 編 
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・フォーラム「南海トラフ地震情報の活用を考える」    参加者：138 名 

話題提供  

①南海トラフ地震情報とは？ 徳島地方気象台 地震津波防災官 山内幸治氏 

②南海トラフ地震に対する日亜化学工業の対応 日亜化学工業 瀬山 淳氏 

③南海トラフ地震情報の活用－緊急対応から復興まで－ 京都大学教授 牧 紀男氏 

司会：徳島大学教授 馬場俊孝氏 

（6）講演会、講習会、シンポジウムなど 

【支部行事】 

〔主催行事〕 

①支部総会「特別講演会」（H30.5.18） 徳島大学工業会館    参加者：97名 

「観光オーセンティシティ：まちづくりへの視点」 土木学会106代会長 京都大学教授 小林潔司氏 

②支部総会「交流会」（H30.5.18）    徳島大学    参加者：68 名 

③2017 年制定コンクリート標準示方書発刊に伴う四国地区講習会（H30.8.1）   サンポートホール高松 

参加者：111 名 

④平成30年7月豪雨 高知地区現地調査速報会（H30.9.6）  高知大学朝倉キャンパス   参加者：141名 

⑤選奨土木遺産and土木コレクション展 

・四国の土木コレクションのバナーを展示 

   第1回（H30.5.19）                        徳島大学/技術研究発表会会場 

   第2回（H30.10.19・20）          高松サンポート   建設フェア四国2018in高松会場 

⑥学術講演会「地域を支える道路・港湾インフラと今後の展開」（H30.10.19）                  

サンポートホール高松   参加者：76名 

「地域の安全で快適便利な暮らし支える道路整備」 四国地方整備局中村河川国道事務所長 

「高知の“みなと”でつながる地域」 四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所長 

   ⑦土木遺産巡りバスツアー「野中兼山の遺構巡り」（H30.11.17） 参加者：22名 

見学場所：仁淀川八田堰と新川の落し、野市山田堰と三又、手結港、五台山展望台から高知港の歴史

や三重防護の説明 

⑧平成30年自然災害フォーラム＆第13回南海地震四国地域学術シンポジウム（H30.12.17） 

サンポートホール高松    参加者：95名 

⑨西日本豪雨水害四国地区調査団報告会（H31.3.2）    愛媛大学グリーンホール   参加者：43名 

〔共催行事〕 

①平成30年度西日本豪雨災害被害調査報告会（H30.11.17） 高知工業高等専門学校   参加者：160名 

主催：高知工業高等専門学校                         

〔後援行事〕 

①「地盤のモデル化と蛇籠構造物について考える」講習会（H30.9.5）       サンポートホール高松 

主催：公益社団法人地盤工学会四国支部  

②平成 30 年度社会基盤メンテナンスエキスパート(ＭＥ)養成講座 愛媛大学 

 前半（H30.8.23～24）、中間（H30.9.5～11）、後半（H30.10.3～12）  

主催：愛媛大学大学院理工学研究科、愛媛大学防災情報研究センター  

③平成 30 年 7 月豪雨による四国地方の地盤災害に関する特別講演会（H31.1.31） サンポートホール高松 

 主催：公益社団法人地盤工学会四国支部  

④第 308 回コンクリートセミナー「これからの時代に求められるコンクリート技術の展望」（H31.2.7）  

 主催：一般社団法人セメント協会 香川国際会議場 

⑤第 24 回リペア会定例会（四国支部担当）（H31.2.7）                 アイパル香川 
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 主催：一般社団法人リペア会  

⑥第 7 回防災・危機管理人材養成シンポジウム                   香川大学創造工学部 

    ～四国防災・危機管理プログラム成果報告及び第 5 期生修了記念～（H31.3.8）  

主催：四国防災共同教育センター 

【地区行事】 

香川地区 

〔主催行事〕 

①工事現場見学会（H30.12.19）          参加者：45名 

    見学先：新猪ノ鼻トンネル工事現場（国道32号猪ノ鼻道路） 

〔共催行事〕 

①「木構造のコンセプトとデザイン」（H30.10.6） 香川大学創造工学部    参加者：122名 

主催：日本建築学会四国支部 

②香川大学危機管理シンポジウム｢災害から命をまもるために｣（H30.12.3） 

 主催：香川大学四国危機管理教育･研究･地域連携推進機構 サンポートホール高松   参加者：160名 

徳島地区 

〔主催行事〕 

①市民向け行事｢沖洲海浜ナイトウォッチング｣～夜の浜辺に何がいる?!～（H30.9.15） 

主催：徳島県･沖洲海浜楽しむ会･土木学会四国支部 徳島市マリンピア沖洲人工海浜    参加者：35名 

〔共催行事〕 

①修習技術者支援講習会     

・出願セミナー一般部門（H30.4.10）  あわぎんホール    参加者：41名 

・出願セミナー総監部門（H30.4.18） あわぎんホール    参加者：12名 

・筆記試験対策セミナー一般部門（H30.5.21） あわぎんホール    参加者：41名 

主催：徳島県技術士会 

愛媛地区 

〔主催行事〕 

①講演会及び産官学交流会（H31.2.5）                            愛媛大学南加記念ホール 

・「日本の課題解決先進地」へ～その処方箋とインフラ整備の役割～ 四国地方整備局長 参加者：101 名 

・産官学交流会                                  参加者：53 名 

〔共催行事〕 

①環境建設企業研究会・交流会（H30.11.3）  ホテルメルパルク松山   参加者：258名 

 主催：愛媛大学工学部環境建設工学科 

高知地区 

〔共催行事〕 

①高知県地震防災研究会･2018年度講演会（H30.7.27） 高知市文化プラザかるぽーと   参加者：120名 

②高知県橋梁会との共催行事                                         高知会館 

第1回研修会（H30.4.23）  参加者：137名 

第2回研修会（H30.8.27）  参加者：106名 

第3回研修会（H30.12.14）  参加者：103名 

③高知県建設系教育協議会（大学･高専･高校連携）合同勉強会（H30.8.7） 

第1回学ぶ会「南海トラフ地震への備え（住宅の耐震化について）」           参加者：37名 

主催：高知県建設系教育協議会 

（7）委員会活動  
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・国際問題研究委員会 

・インターネット活用委員会 WG1回 

・支部選奨土木遺産選考委員会 メール会議 

・四国地域緊急災害調査委員会 メール会議 

・四国ブロック南海地震研究委員会 メール会議 

・四国支部賞選考委員会 2回､メール会議 

・四国支部地域貢献事業運営委員会 

（8）優秀卒業･修了生の表彰 

優秀卒業生・修了生25名（大学学部4名、大学院4名、高専3名、高専専攻科3名、高校11名） 

（9）四国支部賞の表彰 

    技術功労賞（1 名）、技術賞（1 件）、技術開発賞（2 件）、技術活用賞（4 件）、地域技術賞（1 件）、 

地域貢献賞（1 件）、優秀発表賞（21 名） 

（10）｢土木の日｣及び｢くらしと土木の週間｣行事 

1）講演会 

〔主催行事〕  

   ・平成30年度「土木の日」記念行事（H30.11.20） サンポートホール高松    参加者：70名 

・平成30年度土木学会選奨土木遺産「吉野川橋(よしのがわばし)」認定書授賞式 

・特別講演「持続可能な地域構造の形成に向けて」 

－可視化を通じて四国の持続可能な地域構造を考える－ 

内閣府地方創生推進室都市可視化調整官・日本大学客員教授  赤星健太郎氏 

2）見学会 

〔共催行事〕 

・香川県夏休み「建設現場等体験親子バスツアー」（H30.8.2） 参加者：38名 

主催：香川県土木部   見学場所：椛川ダム建設工事現場､内場ダム 

・とくしま防災フェスタ2018企画展「土木の仕事と防災」（H30.10.21） 参加者：来場者 

主催：徳島県土木    徳島県立防災センター  

・土木施設の見学バスツアー（H30.11.11）            参加者：小･中学生と保護者84名 

主催：香川高等専門学校 見学場所：椛川ダム、高松空港 

・香川県土木の日体験バスツアー（H30.11.23） 参加者：36名 

主催：香川県土木部   見学場所：香川県庁東館耐震工事、県庁水防本部、瀬戸大橋 

・徳島県高校生現場見学会（H30.11.5･12･27）         参加者：高校生 

主催：徳島県土木    見学場所：徳島県内土木・建築施設の工事現場 

・愛媛県土木事業現場見学会（H30.11.14・15、12.4） 参加者：愛媛県内小学生のべ156名 

主催：愛媛県土木部   見学場所：媛県内の土木工事現場3箇所 

・高知県建設バス（H30.12.14・18・19） 参加者：高知県内高校生､高専生のべ143名 

主催：(一社)高知県建設業協会 見学場所：高知県内土木工事現場4箇所 

3）大学・高専公開行事 

〔共催行事〕 

・科学体験フェスティバル（H30.8.4･5）   徳島大学理工学部    参加者：小学生以下400名 

・パネル展（H30.11.3）              香川大学創造工学部    参加者：高校生､一般市民 

・サイエンスフェスタ2018in香川高専（H30.11.3･4）香川高等専門学校    参加者：小学生と保護者 

・香川高専｢皆楽祭｣土木専門展示（H30.11.3･4）香川高等専門学校    参加者：小･中学生 

・建設専門展示と子供実験（H30.11.10･11）  阿南工業高等専門学校    参加者：小･中･高生･一般市民 
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・土木パネル展示および実験（H30.11.10･11）愛媛大学工学部    参加者：小･中･高生･一般市民 

4）パネル展 

〔共催行事〕 

・鉄道土木写真展（H30.11.15～22）                JR高松駅コンコース    参加者：一般市民 

主催：四国旅客鉄道 

 

8．西部支部 

（1）第 80 回定期総会（H30.5.28） 福岡市 

（2）幹事会・各部会（H30.5～31.3） 福岡市 

（3）支部行事 

・特別講演「国土をしっかり守り、発展に向け果敢に攻める」（H30.5.28） 参加者：125 名 

・平成 30 年度西部支部 親子見学会 

～九州新幹線大山路高架橋・香椎パークポート～（H30.8.21） 参加者：39 名 

・日・韓・台ジョイントカンファレンス 2018（H30.8.27-28） 題数：20 題 参加者：39 名 

・第 9 回土砂災害に関するシンポジウム（H30.9.18-19） 参加者：177 名 

・2017 年制定コンクリート標準示方書［設計編］［施工編］発刊に伴う講習会（H30.10.4） 参加者：62 名 

・エクスカーション 2018～ 九州北部の豪雨災害と復興の歴史をたどり地域の知恵を学ぶ旅（H30.11.2） 

  参加者：37 名 

・第 17 回都市水害に関するシンポジウム（H30.11.9） 参加者：102 名 

・平成 30 年度西部支部 土木の日現場見学会 

～小石原川ダム・福岡空港国際線エプロン増設～（H30.11.14） 参加者：64 名 

・西部支部設立 80 周年記念講習会（H30.11.21） 参加者： 100 名 

・西部支部設立 80 周年記念式典（H30.11.21） 参加者： 112 名 

・平成 30 年度西部支部技術発表会（H30.12.20） 題数：11 題  参加者： 36 名 

・コンクリート標準示方書［維持管理編］改訂等に伴う講習会（H30.1.28） 参加者： 105 名 

・平成 30 年度西部支部研究発表会（H31.3.2） 題数：463 題 参加者： 680 名 

・平成 30 年度西部支部研究発表会 若手土木技術者サロン（H31.3.2） 参加者： 40 名 

（4）「土木の日」および「くらしと土木の週間」関連行事、その他市民参加行事 

・土木の日ファミリーフェスタ2018（H30.10.14） 国営海の中道海浜公園   参加者：12,200名 

  小型建設機械の展示と乗車体験、パネル展示、測量体験 等 

・九州建設技術フォーラム（H30.10.9-10） 福岡国際会議場   参加者：2,962名 

  本年度選奨土木遺産のパネルを展示 

・北九州ゆめみらいワーク2018（H30.8.24-25）        西日本総合展示場新館 参加者：7,103名 

仕事体験を通じて建設業の魅力を伝えるイベントを開催。施工体験，測量体験，設計体験。 

・さが土木フェア2018（H30.9.1-2） 参加者：6,700名 

パネル展示、はたらく車の展示・操縦体験、土木クイズラリー 等 

・長崎地区DOVOCフェア2018 パネル・模型展（H30.11.4） 長崎市 

土木に関するパネル・模型展示 

・長崎地区DOVOCフェア2018 土木おもしろ体験隊（H30.11.17）  長崎市   参加者：223名 

土木に関する実験、建設機械の 操縦体験 等 

・長崎地区DOVOCフェア2018 SABOウォーク2018（H30.11.18） 参加者：20名 

水無川の周辺のジオサイトを見学 

・長崎地区DOVOCフェア2018 佐世保港内クルーズ（H30.11.18） 参加者：160名 
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佐世保港の様々な場所を見学するクルーズ 

・長崎地区DOVOCフェア2018 土木遺産モニターツアー（H30.11.18） 参加者：50名 

土木遺産の見学 

・長崎地区DOVOCフェア2018 土木現場見学会（H30.11.18）    参加者：205名 

県内の土木現場等を見学するバスツアー 

・熊本地区土木に親しむバスツアー（H30.11.10） 参加者：80名 

子どもたちが「土木」に親しむことを目的としたバスツアー 

・熊本の土木工事現場見学バスツアー（H30.11.18） 参加者：60名 

阿蘇大橋の架替工事等の見学 

・大分地区 親子と土木のふれあい見学会（バスツアー）（H30.11.17） 参加者：339 名 

大分県立武道スポーツセンター（建設中）とその周辺の見学 

・宮崎県土木の日パネル展 2018（H30.11.17-18） 宮崎市 

土木に関する展示（砂防工事の模型、近年の災害に関するパネルなど） 

・鹿児島地区土木の日パネル展 2018（H30.11.9-15） 鹿児島市 

土木関連パネル展 

・土木フェスタ in マリンポート 2018（H30.11.18） 参加者：5,000 名 

土木パネル展示、建設機械試乗体験、土のう重さ当てクイズ、ＶＲ体験、幼稚園のマーチングなど 

・沖縄の土木技術を世界に発信する会 第 23 回シンポジウム 

「深刻な沖縄の道路交通問題の解決に向けて～新たな交通環境の創造～」（H30.11.21） 参加者：310 名 

（5）調査・研究委員会活動等 

・高齢化社会における水害対策のあり方に関する調査研究委員会（Ⅱ期2年目） シンポジウム1回 

・斜面災害リスクに関する評価手法の開発と斜面防災の実用化に関する調査研究委員会（Ⅰ期1年目） 

（6）本部および他学協会との共催・後援・協賛等の行事 

・2018 年アジア都市景観賞（後援）（H30.4.2～12.31）  

・道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会（大分会場）（後援）（H30.6.7） 参加者：171 名 

・SAGA 建設技術フェア 2018（後援）（H30.6.13-14） 参加者：2,003 名 

・ツタワルドボク学会全国大会 2018（後援）（H30.6.15-17） 参加者：159 名 

・道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会（福岡会場）（後援）（H30.6.26） 参加者：276 名 

・キックオフフォーラム 

「九州におけるインフラメンテナンスの現状と課題」（後援）（H30.7.30） 参加者：253 名 

・第 21 回 リペア会 定例会（後援）（H30.8.9） 参加者：126 名 

・橋梁床版維持補修に関する講習会（後援）（H30.9.27） 参加者：201 名 

・ITS セミナー in 宮崎（後援）（H30.9.28） 参加者：92 名 

・第 22 回 リペア会 定例会（後援）（H30.10.11） 参加者：125 名 

・平成 30 年度橋梁技術発表会及び講演会（後援）（H30.10.26） 参加者：196 名 

・ながさき建設技術フェア 2018（後援）（H30.11.1-2） 参加者：1,602 名 

・技術シンポジウム（後援） 

「次世代につなぐ社会資本のリニューアル ～ 新たな価値の創造に向けて ～」（H30.11.1） 参加者：213 名 

・with Dam Night in Kyushu（後援）（H30.11.17） 参加者： 168 名 

・創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェア in 熊本（後援）（H30.11.21-22）参加者：5,913 名 

・平成 30 年度コンクリート構造物維持管理技術講習会（後援）（H30.12.4） 参加者：382 名 

・「石橋設計ガイドラインを用いた石橋設計の桁石橋の実情」講習会（共催）（H30.12.6） 参加者：45 名 

・第 6 回九州橋梁・構造工学研究会シンポジウム（共催）（H30.12.14） 参加者：40 名 



 

118 

・第 1 回ピッチイベント「ニーズの深掘り、シーズの種まき」（後援）（H31.1.24） 参加者：130 名 

・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「維持管理・更新・マネジメント技術」 

平成 30 年度九州・山口地域実装支援に関する事業報告会（後援）（H31.2.28） 参加者：161 名 

・第 50 回風景デザインサロン 

土木学会デザインコンペ「22 世紀の国づくり－ありたい姿と未来へのタスク－」 

最優秀賞受賞記念シンポジウム（後援）（H31.2.28） 参加者：71 名 

・ライフサイクルコストに優しいコンクリート舗装の入門セミナー（後援）（H31.3.14） 参加者：___名 

（7）研究奨励及び業績の表彰 

西部支部研究発表会優秀講演賞 61件 賞状・記念品 H31.3.2 

西部支部奨励賞 1件 賞状・記念品 H31.5.23 

（8）地域行事 

  沖縄会 

1）平成30年度定期総会（H30.7.12） 参加者：36名 

2）平成30年度「橋の日」イベント「糸満高架橋について学ぼう！」（H30.8.3） 参加者：82名 

3）講演会 

「次世代に安心して繋ぐ社会基盤の創成～シビルエンジニアの使命と育成～」（H30.9.12） 参加者：137名 

4）第8回土木学会西部支部沖縄会技術研究発表会(H31.1.9)  参加者：103名 

 

9．海外支部 

（1）海外支部会議（H30.8.29） 参加者： 15 名 

（2）海外支部活動 

1） 理事会での海外支部活動報告（H31.1.26） 

2） 海外分会と国際センター交流グループ・各国グループとのジョイント活動 

3） アソシエイトメンバーの促進 

4） その他、海外分会活動支援 

5)  ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

（3）分会活動 

◎台湾分会  

1）委員会活動 

① トンネル委員会 Standard Specifications for Shield Tunneling 

② コンクリート委員会 Extend Self-Compacting Concrete 

2）分会行事 

① 分会年次会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H30全国大会(＠北海道大学) 参加 

② CICHE年次大会参加 

③ 3rd JSCE-CICHE Joint Workshop                               参加者： 110名 

④ 2018 Japan-Korea-Taiwan Joint Conference on Civil Engineering               参加者： 61名 

⑤ 早稲田大学-正修科技大学ジョイントセミナー  参加者： 32名 

④ 烏山頭ダム視察支援  

◎韓国分会  

1）委員会活動 
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2）分会行事 

① 定例分会会議 

② 分会交流会 

③ ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H30全国大会(＠北海道大学) 参加 

② KSCE年次大会 参加 

③ KSCE-JSCEミーティング 

◎トルコ分会 

1）委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Organization Committee 

③ Documentation Committee 

④ Earthquake Hazard Investigation Committee 

⑤ Retrofittting Civil Engineering Structures Committee 

2）分会行事 

① 分会会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H29全国大会(＠九州大学) 参加 

② The 4th Joint Symposium: Seismic Actions for Designing Geotechnical Works:ISO23469 

 ※地震工学委員会とのジョイントシンポジウム  参加者： 167名 

③ STG参加者推薦の協力・支援 

◎モンゴル分会  

1）委員会活動 

① Planning and Financial Committee 

② Membership and Public Relations Committee 

③ Activities and Reports, Publication Committee 

2）分会行事 

① 分会理事会 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H30全国大会(＠北海道大学) 参加 

② Architecture+Construction Material Int’l Exposition 参加者： 10名 

③ 若手技術者のスチールブリッジコンペティション  参加者： 70名 

④ STG参加者推薦への協力・支援 

◎フィリピン分会 

1）委員会活動 

① Membership Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 
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⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

① 分会会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① PICE年次大会 

◎ベトナム分会 

1）委員会活動 

① Membership Committee 

② Activities Committee 

③ Public Relations Committee 

④ Programs and Funds Committee 

⑤ Reports, Publications and Society Affairs Committee 

2）分会活動 

① 分会会議 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H30全国大会(＠北海道大学) 参加 

② CJV, VJCEセミナー（年6,7回） 

③ 国際貢献賞受賞お祝いの会へ協力 

＊国際活動協力賞受賞者（グエン・ティ・テエユ・チン教授、ファム・ホアン・キエン教授）への協力 

④ ミニ技術セミナー“橋梁モニタリング” (2018年9月28日)                         参加者： 20名 

⑤ STG参加者推薦への協力・支援 

◎インドネシア分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

① インドネシア分会の再整備 

② ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

◎英国分会 

1）委員会活動 

Ｎ／Ａ 

2）分会活動 

① 分会会議（年1回） 

② 分会総会&交流会（年1回） 

③「国際センター通信」原稿執筆  

3）交流活動 

① Workdshop for Cycling Training/Activities for Disabled People 参加            参加者：40名 

② Workshop on Use of Transport Dataに参加                                        参加者： 5名 

③ Seminar on Visualization of Railway Operation Dataに参加            参加者：20名 

◎タイ分会 

1）委員会活動 
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2）分会活動 

① 分会会議 

② STG参加者の推薦 

③ ACECC CECAR8(2019年4月16-19日 東京開催)の現地における周知活動 

3）交流活動 

① H30 全国大会(＠北海道大学) 参加 

 


